１．夏のイベント・花火情報！
鳥取県内の熱い夏と夜空を彩る主なイベント・花火大会をご紹介します！

イベント名

市町名

開催日

実施主催

問合せ先

水郷祭

湯梨浜町

7 月 16 日（日）

湯梨浜町夏まつり実行委員会

0858-35-5313

米子市

7 月 16 日（日）

皆生トライアスロン協会

0859-34-2819

若桜町

7 月 22 日（土）

若桜町観光協会

0858-82-2237

境港市

7 月 22 日（土）

琴浦町

7 月 27 日(木)～7 月 28 日（金）

波止のまつり実行委員会

0858-55-7811

岩美町

7 月 29 日（土）

岩美町観光協会

0857-72-3481

倉吉市

7 月 29 日（土）

赤瓦一号館

0858-23-6666

米子がいな祭

米子市

7 月 29 日（土）～7 月 30 日（日）

倉吉打吹まつり

倉吉市

8 月 5 日（土）～8 月 6 日（日）

白鳳祭

琴浦町

8 月 6 日（日）予定

全日本トライアス
ロン皆生大会
若桜町納涼花火
大会
境港妖怪ジャズ
フェスティバル

みなと祭前夜祭企画実施本部
事務局（境港市通商観光課）

２０１７
波止のまつり

0859-47-1068

浦富海岸元気
フェスティバル
岩美花火祭り
白壁土蔵群
～光の回廊～

米子がいな祭企画実行本部
事務局
打吹まつり実行委員会
（倉吉市地域づくり支援課）

0859-22-0018
0858-22-8159

白鳳祭実行委員会

0858-55-7801

大山夏祭り実行委員会

0859-52-2502

和傘の灯り
大山夏祭り
お盆の大献灯

大山町

8 月 11 日（金・祝）～8 月 13 日（日）
灯籠灯り
8 月 11 日（金・祝）～8 月 15 日（火)

鳥取しゃんしゃん
祭
江尾十七夜

鳥取市

8 月 13 日（日）～8 月 15 日（火）

しゃんしゃん祭振興会

0857-20-3210

江府町

8 月 17 日（木）

江尾十七夜実行委員会

0859-75-6007
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２．海開き情報！
日本海に面する鳥取県の海水浴場は、透明度も高く、浦富、皆生温泉、白兎等の海水浴場は、日本の水浴場８８選
に選ばれています。

う ら どめ

浦富海水浴場（岩美町）

海水浴場名

はく と

白兎海水浴場（鳥取市）

か い け

皆生温泉海水浴場（米子市）

市町名

海開き日

問合せ

東浜 海水浴場

岩美町

７月１０日（月）

岩美町観光協会
TEL０８５７－７２－３４８１

牧谷海水浴場

岩美町

７月１４日（金）

岩美町観光協会
TEL０８５７－７２－３４８１

浦富海水浴場

岩美町

７月１０日（月）

岩美町観光協会
TEL０８５７－７２－３４８１

砂丘海水浴場

鳥取市

７月１５日（土）

砂丘フレンド
携帯０９０－７１３０－３０２２

鳥取市

７月１５日（土）

鳥取市

７月 ７日（金）

小沢見海水浴場

鳥取市

７月 ７日（金）

竜宮城
ＴＥＬ０８５７－５９－６００７

宇野海水浴場

湯梨浜町

７月 ９日（日）

湯梨浜町観光協会
ＴＥＬ０８５８－３５－４０５２

ハワイ海水浴場

湯梨浜町

７月１５日（土）

湯梨浜町観光協会
ＴＥＬ０８５８－３５－４０５２

琴浦町

７月１５日（土）

米子市

７月 ８日（土）

ひがしはま

うらどめ

か ろ

賀露みなと海水浴場
はく と

白兎海水浴場
こ ぞ み

や ばせ

八 橋 海水浴場
かいけ

皆生温泉海水浴場
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賀露みなと観光協会
ＴＥＬ０８５７－２８－１２６６
白兎観光協会
ＴＥＬ０８５７－５９－００２０

琴浦町商工観光課
ＴＥＬ０８５８－５５－７８０１
皆生温泉旅館組合
ＴＥＬ０８５９－３４－２８８８

３．とっとり夏の花情報 ！
【とっとり花回廊のユリの花】
日本に自生する野生ユリ１５種類をすべて保有・展示する国内唯一の施設「とっとり花回廊」では、ユリの咲く
時期に合わせ「ゆりまつり」が開催されます。約７，０００球のユリが一面に美しく咲き誇る「秘密の花園」も必見
で、雄大な大山を借景とした景観は圧巻です。
■ゆりまつり ６月１７日（土）～７月２日（日）
■見 頃
６月中旬～７月上旬

また、世界的な照明デザイナー石井幹子氏による庭園のライトアップ、「ムーンライトフラワーガーデン」が、期間
限定で開催され、月あかりをイメージしたロマンチックな夜の庭園を楽しめます。
■ムーンライトフラワーガーデン

６月４日（日）までの土、日曜日と、８月５日（土）～８月２７日（日）の土、日
曜日とお盆

■開園時間 午前９時～午後５時 （４月～１１月）（※夜間営業日時等詳しくはお問合せください）
午後１時～午後９時 （１２月～１月）
■入園料

大人１，０００円、小・中学生５００円（４月～１１月料金）
大人

■休園日

午前９時～午後４時３０分 （２月～３月）

７００円、小・中学生３５０円（１２月～３月料金）

７月、８月の火曜日（４月～１１月）、第２、第４火曜日（１２月～１月）
火曜日（２月～３月、但し３月第３、第４火曜日を除く）

■問合せ

とっとり花回廊

電話 0859-48-3030

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottorihanakairou.or.jp/

【鳴り石の浜に咲くひまわり】
鳴り石の浜と呼ばれる花見海岸は、琴浦町の西に位置する自然海岸で、ごろた石といわれる楕円形の石が集
積しています。これらの石が打ち寄せる波によってぶつかり合い「カラコロ」と音をたてることから、鳴り石の浜
と呼ばれています。
８月には、約２，０００本のひまわりが海岸付近に咲き誇り、青と黄色のコントラストが広がります。

■見 頃

８月上旬～８月中旬

■場 所

琴浦町赤碕（山陰道琴浦船上山ＩＣから車で２分、ＪＲ赤碕駅下車徒歩約１５分）

■問合せ

琴浦町観光協会

電話 0858-55-7811

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kotoura-kankou.com/
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４．とっとりの旬な食材 ！
【シロイカ】
初夏から秋にかけて一本釣りされるケンサキイカを地元ではシロイカと呼びます。
身は白く柔らかく、イカ独特の甘みがたっぷりのシロイカは、鳥取の夏を代表する
食材です。刺身はもちろん煮付けや揚げ物などいろいろな調理法で味わえます。
■漁 期

６月～１１月

■問合せ

食のみやこ推進課 電話 0857-26-7853

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/syokunomiyako/

【岩ガキ】
水深 10m 付近の素潜り漁等で採られた天然ものは、冬に採れる真ガキと異なり
初夏からお盆までが旬で、鳥取の夏を代表する食材です。
「海のミルク」と称され、肉厚でとてもジューシーです！
岩ガキは大きいもので長さ２０ｃｍ、重さ１ｋｇにもなり、殻長が１３ｃｍ以上のもの
を「夏輝（なつき）」ブランドとして販売しています。
■漁 期

６月～８月

■問合せ

食のみやこ推進課 電話 0857-26-7853

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/syokunomiyako/

【とっとりのすいか】
全国でも有数のすいかの名産地鳥取県には、産地ごとのブランドがあります。
≪大栄すいか≫
鳥取県内で最も生産量が多く、認知度も高い「大栄すいか」は、栽培が始まって
100 年以上の歴史があります。
全国ブランドとして平成２０年に「大栄西瓜」という名称で商標登録されています。
≪倉吉極実（ごくみ）すいか≫
すいか本来の味を求め、皮、甘み、食感が特徴の極実（ごくみ）すいかは、栽培
に手間がかかり、連作が出来ないなどの理由で栽培面積は多くありませんが、
品質が高く、倉吉市の名産品として定着しています。
≪がぶりこすいか≫
琴浦町で栽培されるがぶりこすいかは、黒い皮が特徴で、種がほとんどないため
ガブリと食べられることより命名されました。
糖度は１３～１４度と非常に高く、甘いすいかです。
■収穫期

６月～７月

■問合せ

食のみやこ推進課 電話 0857-26-7853

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/syokunomiyako/
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５．まちぶら♪ ～伯耆町（ほうきちょう）エリア編～

【大山まきばみるくの里】
大山の自然美が満喫できる大パノラマの大山まきばみるくの里。
県内の酪農家が生産した生乳からつくられたおいしい乳製品の販売や、楽し
いグッズを販売しています。また、店内には美しい景色を眺めながらお食事や
喫茶を楽しめるレストランや搾乳体験、アイスクリームやバターなど手作り体
験もできます。生乳をたっぷり使用した特製ソフトクリーム（350 円）は、直営店
でしか味わえない逸品です。
■営業時間

午前１０時～午後５時
夏期(７月下旬～８月下旬)
（平日午前１０時～午後５時 土日、盆期間 午前１０時～午後９時）

■定休日

第２、第４火曜日 ※祝日の場合は営業

■問合せ

大山まきばみるくの里 電話 0859-52-3698

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.milknosato.com/

【ビアホフガンバリウス】
欧風レンガ造りを基調としたお洒落なビアレストラン「ガンバリウス」。
こだわりの地ビールと吟味された地元の食材を生かしたオリジナル料理が堪能できます。
大山の名水を活かした大山Ｇビールは数々の賞を受賞しています。

■営業時間

午前１１時～午後１０時（冬季：午前１１時～午後９時）
※平日の午後２時３０分～午後５時３０分閉店（正月・ＧＷ・お盆期間は除く）

■定休日

月曜日（祝日の場合はその翌日、ＧＷ・夏休み期間中は無休）
※１月中旬～２月末は金、土、日、祝日のみ営業

■問合せ

久米桜麦酒株式会社 電話 0859-39-8033 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://g-beer.jp/gambarius/
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【植田正治写真美術館】
植田正治写真美術館は、著名な建築家、高松伸氏の設計により建築され、
フランス芸術文化勲章をはじめ、高い評価を諸外国においても受ける世界
的な写真家、植田正治の作品を展示する写真美術館です。
寄贈された数々の作品をあなたの五感で映し出す世界をお楽しみください。
■開館時間

午前９時～午後５時

■入館料

一般９００円、高校・大学生５００円、小・中学生３００円
団体料金：一般８００円、高校・大学生４００円、
小・中学生２００円 ※団体料金は、２０名以上

■休館日

毎週火曜日（火曜日が祝祭日の場合は翌日）

■問合せ

植田正治写真美術館 電話 0859-39-8000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.japro.com/ueda/

６． 大江ノ郷自然牧場で手作り体験！
“農”と“食”を存分に楽しむことができる大江ノ郷自然牧場では、鳥取の素晴らしい自然を背景にいくつもの食が楽し
め、平飼いと自然素材の飼料により産まれた栄養満点の卵「天美卵」や、その卵を使用したスイーツが楽しめます。
また、素材の大切さや手づくりのおいしさを体験できるバームクーヘン作りやソーセージ作りなど、各種体験教室が
開催され、お子様から大人までご参加できます。
夏休みに向けて、ご家族みんなで楽しいひと時をお過ごしください！

■営業時間 午前１０時～午後６時 （年内無休）
※体験教室については、ホームページよりご予約下さい。
■問合せ

大江ノ郷自然牧場

電話 0570-077-505

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.oenosato.com/coco_top.html

平成２９年５月２５日発行

〔とっとり観光ニュースとは…〕
鳥取県内の最新イベントや観光情報をご案内しています。マスコミ、旅行会社の皆さまをはじめ、多くの方に
ご活用いただけるよう定期的にお届けします。複製・転載可です(一部画像を除く)。また写真はイメージです。
ご不明な点はお問い合わせください。バックナンバーは、ホームページよりご覧ください。
〔編集・発行・問合せ〕公益社団法人 鳥取県観光連盟
電話 0857-39-2111
FAX 0857-39-2100
E-mail kanren@tottori-guide.jp
鳥取県の観光情報ホームページ → とっとり旅の生情報
http://www.tottori-guide.jp/
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